
年３月 31 日までとし、採用の
有無に関わらず、登録が失効
しますので、再度の登録が必
要となります。

▼申込期間
随時受け付けます。
午前８時 30 分～午後５時 15
分（土・日 曜 日、祝 日、年 末
年始を除く）

　・　市役所人事秘書課（内線
　472・473）

誰もがいつ、どこで病気やけ
がなどで倒れるか分かりません。
倒れている人には一刻も早い

救命処置が必要です。そこにい
るあなたにしか救えない命があ
ります。ぜひこの講習会に参加
して心肺蘇生法を学びましょう。
◎上級救命講習（８時間コース）
▼と　き
11 月 20 日（日）
午前８時 30 分～午後５時 30 分
▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）
▼内　容
成人、小児、乳児を対象にし
た心肺蘇生法、AED の使用方
法、止血法、傷病者管理法、
外傷の手当要領、搬送法

◎普通救命講習Ⅰ（３時間コース）
▼と　き
12 月 11 日（日）
午前９時～正午
▼ところ
海部南部消防組合消防署（飛
島村）

▼内　容
成人を対象にした心肺蘇生法、
AED の使用方法、止血法

▼定　員　両日とも 10 人
▼受講資格
市内に在住（小学５年生以上）
または在勤の方

▼申し込み方法
電話で受け付けています。
なお、定員になり次第締め切
らせていただきます。

※講習修了者には、修了証を発
行します。

　・　海部南部消防組合消防本
部消防課
☎52－3111　　52－3114

大規模な災害が発生した場合
に全国から集まるボランティア
の受け付け・整理を行い、被災
者のニーズを把握してボラン
ティアと結びつける役割を担う
「防災ボランティアコーディネー
ター」の養成講座を開催します。
▼と　き
令和５年１月 29 日（日）
午前９時 30 分～午後３時 50 分
令和５年２月５日（日）
午前９時 30 分～午後３時 40 分
▼ところ
津島市生涯学習センター　小
ホール
津島市莪原町字椋木５番地
☎24－1187
▼対象者
次の全てを満たす者

(1) 満 15 歳以上の方（18 歳未
満の方は、保護者の同意が必
要です。）

(2) 津島市、愛西市、弥富市、あ
ま市、大治町、蟹江町、飛島
村のいずれかの市町村に在住・
在勤・在学の方

(3) 講座終了後も防災活動に意欲
的に取り組んでいただける方

▼定　員
40人程度
（応募者多数の場合は抽選）
▼内　容（予定）
災害ボランティアセンター設
置・運営、ボランティアコー
ディネーターの役割、被災者
への対応、ボランティアへの
対応、ボランティアセンター
運用体験など

▼受講料
無料（交通費および昼食など
は自己負担）

▼申し込み方法
弥富市役所防災課の窓口または
電話での申し込みとなります。
▼申込期限
12 月２日（金）
　市役所防災課（内線 483）

初めての出産を迎えるご夫婦
を対象に、妊娠中の生活や子育
てについての教室を実施します。
ぜひお二人揃ってご参加くださ
い。
▼と　き
12 月 11 日（日）午前９時 30
分～正午頃（受付９時 15 分～）
▼ところ

▼ところ
市役所および十四山支所に集合
▼申し込み方法
市役所防災課へ応募用紙を提出
▼申込期限　
12 月９日（金）
▼主　催
弥富防災・ゼロの会
▼後　援
市役所防災課
　市役所防災課（内線 483）

令和５年４月１日以降に採用
される会計年度任用職員の登録
を開始します。
現行の登録台帳は、令和５年
３月 31 日をもって廃止します。
現行の登録台帳のみに登録され
ている方は、令和５年４月１日
以降の採用候補者にはなれませ
ん。新たな台帳に登録するには、
再度申込書を提出する必要があ
ります。
▼会計年度任用職員とは
任期の定めがある非常勤の地
方公務員です。
▼業務内容
事務補助や保育業務など採用
される部署により異なります。
▼申し込み方法
会計年度任用職員として働くこ
とを希望する方は、「弥富市会
計年度任用職員登録申込書」を
市役所人事秘書課へ提出してく
ださい。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。なお、申込
書は市ホームページからダウン
ロードできるほか、市役所人事
秘書課で配布します。
▼台帳への登録・採用
申込書を提出すると、会計年
度任用職員登録台帳に登録さ
れます。各職場において人材
が必要となった場合に、台帳
登録者の中から書類選考を行
い、採用候補者に連絡します。
所属長による面接や勤務条件
などの説明を行い、採用とな
ります。
新たな台帳登録期間は令和８

▼主　催
公益財団法人愛知県労働協会・
愛知県労働者福祉協議会海部
支部
▼後　援
愛知県・弥富市ほか
▼対　象
愛知県民の方
▼募集人員
500 人
▼参加料
無料（要整理券）
▼内　容
演題　僕が落語家になったわけ
講師　落語家　月亭方正氏
▼申し込み方法
往復はがきに、講演会名「月亭
方正講演会」・郵便番号・住所・
氏名・電話番号・職業を明記
（往復はがき１枚で２人まで応
募可能）
▼申込期限
11 月 17 日（木）（必着）
　・　公益財団法人　愛知県労
働協会総務課労働教育グループ
〒450－0002　名古屋市中村
区名駅四丁目４番 38 号
☎（052）485 ー 7154

伊勢湾台風から 63 年が経過
し、近年大規模な水害が多発し
ており、今まで以上に地域防災
力の重要性が高まっています。
そこで、防災についての知識を
高めるために、浸水時に雨水な
どを海に排出する施設の現地見
学会を開催します。
▼と　き
12月 23 日（金）
午後０時 30 分～４時 30 分
▼対象者
どなたでも（小学生未満の方は、
保護者同伴でお願いします。）
▼定　員
25人程度（定員に達し次第締め
切り）
▼内　容
バスで、新孫宝排水機場、日
光川水閘門、日光川排水機場
などを見学します。

山支所に備え付けの申請書に
必要事項を記入のうえ、お申
し込みください。
なお、今年度中に申請された方
については、申請は不要です。
※実施日などは申請された方へ
後日連絡します。

▼申込期限
11 月 17 日（木）

　・　市役所介護高齢課
（内線 175）
十四山支所

▼と　き
12 月９日（金）
午後１時 30 分～３時

▼ところ
飛島村すこやかセンター

▼内　容
遺言書の種類とその書き方

▼費　用
無料

▼講　師
名古屋法務局津島支局長
高山　正英氏

▼定　員
50 人（締切 11 月 30 日）
海部南部権利擁護センター
☎69－8181　　69－8180
shien@amanankenri.net

教養文化の向上を図ることを
目的に、海部地区文化講演会を
開催します。
▼と　き
11 月 26 日（土）
午前 10 時～ 11 時 45 分

▼ところ
愛西市文化会館ホール
愛西市稲葉町米野 303 番地

問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX
●費用の記載のないものは無料です。 ●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。 ●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。

有料広告 有料広告

会計年度任用職員登録募集
（令和５年度以降分）

◎海部地方防災ボランティア
コーディネーター養成講座
受講者募集について

救命講習会参加者募集

パパママ教室を行います。

海部地区文化講演会参加者募集

海部地域・日光川の防災対策
現地見学会を開催します！

「住民のための成年後見
制度勉強会」開催のご案内

募集します
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